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☆ 図書館からのお知らせ 
・後期試験実施に伴う平日の開館時間延長について 
 期  間：平成 20年１月 21日（月）～ 2月 7日（木）  
  開館時間：9：00～21：30 
・入学試験前期・後期日程の会場準備に伴う開館時間変更および試験実施に伴う休館 
  平成 20年 2月 22日（金） 9：00～15：00 
  平成 20年 2月 25日（月） 休館 
  平成 20年 3月 11日（火） 9：00～15：00 
  平成 20年 3月 12日（水） 休館 
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☆ 蔵書検索用の手引き作成！ 

検索用の手引きを作成しています。蔵書検索コーナーで検

索用パソコンの側に、簡単な検索マニュアルを置いてあり

ますのでご利用ください。 
 
 
 
 
 
 

☆ 卒業予定者の皆さんへ 

図書は大学の資産です。卒業までに、図書館で借りた本は忘れずに返却しましょう。 

① 図書館から本を借りたまま卒業されますと，他の多くの利用者が困ることを理解

して下さい。 

② 私物化は許されません。返却がない場合は、指導教員、ご家族等にも返却依頼の

通知をしますのでご承知ください。 
 

 

 

必ず、図書館で借りた本は 
返却しましょう！！ 

【手引書】 
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☆ オンラインデータベースの案内 

今回は、『Nature』です。 
  Nature Publishig Group が刊行する世界的に有名なイギリスの自然科学系雑誌
「Nature」本誌が利用可能で、オンラインで 1997 年 1 月以降のジャーナルにアクセス
できます。利用するには、図書館のホームページから「電子ジャーナル・DB」をクリッ
クし、本学が購入しているデータベースのところの「Nature 」をクリックしてください。
（和歌山大学構内に設置しているパソコンで利用できます。） 

 
    アドレスはこちら→ http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/ 
   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/） 
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☆ コイン式複写機設置 

館内 1 階の（生協の）カード式複写機横に、もう 1 台（生協の）コイン式複写機を設
置しました。また、カード式複写機も更新しました。（コイン式複写機と同じ機種） 
2機とも、用紙サイズがＢ5からＡ3まで 
使用が可能です。 
 

  ※「文献複写申込書」を必ずご記入の上、 

著作権を順守してご利用ください。 
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☆ コーナーの紹介 

今回は、「グループ学習室」（3階）を紹介いたします。 

グループ学習室は、図書館資料を活用しながら学習や研究などをグループで行うこと

のできる部屋です。部屋には、広いテーブル（4台）とイス（10 席）、ホワイトボード

があります。利用する際は、1 階カウンターで利用手続きをしてください。（利用証等

が必要です。） 

                 【３階開架室】 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

ここだよ 

階段 
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「グーテンベルクからデジタルへ」 

 昨年来、日本だけでなく世界においても関心を持たれ、国民から賞賛を浴びているもの

の一つに、山中伸弥・京都大学教授チームによるヒトの皮膚細胞からさまざまな細胞に育

つ能力を持つ万能細胞「人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）」の作成に成功した研究がある。

新聞報道の範囲でしかわからないが、いろいろな意味でものすごい研究であるらしい。研

究者間の競争だけでなく、国家間の利害にも影響するらしく、国も山中教授の研究チーム

にただちに数億円の追加研究費支援を決定した。 
 ところで、山中教授らは、この研究成果をマスコミに発表し、１１月２０日付の米科学

誌「セル」電子版に発表・掲載された。直後、米ウィスコンシン大学の研究チームも成功

したと発表し、２０日付の米科学誌「サイエンス」電子版に掲載された。さらに、１２月

７日付の「サイエンス」に米マサチューセッツ工科大学などの研究チームがｉＰＳ細胞を

使ってマウスの病状改善に成功したことが掲載された。日進月歩という以上の速さで研究

が進展しているこがうかがわれ、その研究発表手段として紙媒体ではなく電子ジャーナル

が使われていることに私は、ある感慨を覚えるのである。 
 何年か前にドイツ中西部のラインラント・プファルツ州の州都マインツを訪れたことが

ある。このまちには有名な大聖堂と並んでグーテンベルク博物館がある。そこには１４５

５年に世界で最初に出版物された「グーテンベルク聖書」が展示されている。その時館員

は、グーテンベルクが発明した当時の方法で聖書を印刷して見せてくれた。印刷術の発明

により人類は多大な恩恵を受けてきたことを再認識したのを覚えている。 
 私が大学院生のとき、現在のような乾式ではなく湿式のコピー機がやっと出てきていた。

重くてベトッとしたものだったが、図書館の洋書や洋雑誌をコピーでき、大変助かったこ

とが何度もあった。その後、現在のようなコピー機になり、安価で便利なものになってい

った。出版社のある社長さんの話によれば、最近のあまりのコピー利用のため書物があま

り売れなくなっているという。 
 コピー機の次に登場してきたワープロ（当時は、ワードプロセッサーと一般に呼んでい

た）にも驚かされた。印刷所の手を借りずに自分で自分の文章を自由に活字にして打ち出

せるようになったのである。 
 さらに、パソコンの出現により、その多機能を利用することにより、印刷所、出版社、

書店を通すことなく色々なことをすることが可能となっているのは周知の通りである。 
 以上簡単に見たように紙媒体から電子ジャーナルへと研究の成果の発表手段が特に科学

技術の分野で猛烈な勢いで展開している。図書館に行かなくても、いつでもどこでも簡単

にパソコンからアクセスでき便利この上ないものである。今度のｉＰＳ細胞に関する研究

競争は、電子ジャーナル上で寸時のうちに行われていることを私達は見たわけである。カ

メラの銀塩からデジタルへの切り替えによってカメラ業界の状況は一変したが、図書館の

任務や機能は電子ジャーナルの登場によって今後どのようになっていくのであろうか。今、

図書館は大きな歴史の転換点にあると私は考えている。 
（附属図書館長 三吉 修） 
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☆ 和歌山地域図書館協議会 

平成 19年 12月 11日（火）近畿大学理工学部図書館（2階会議室）で開催しました。 
加盟館：和歌山大学附属図書館、和歌山県立医科大学図書館、高野山大学図書館、 
    和歌山信愛女子短期大学図書館、和歌山工業高等専門学校図書館、 
    和歌山県立図書館、近畿大学生物理工学部図書館（7館） 
 
協議会開催前に岩出市岩出図書館を見学 
議事 

1） 報告事項として、次の 1件が報告されました。 
「和歌山地域コンソーシアム図書館の利用状況について」  

2） 協議事項として、次の 3件が協議されました。 
「資料の配送料等について」 

「和歌山地域図書館協議会の活動について」 

「和歌山県男女共生社会推進センター“りぃぶる”の和歌山地域コンソーシ

アム図書館への参加について」 
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☆ 職場体験学習 

  図書館では、10 月に以下のとおり中学校の職場体験学習の受入を行い、図書館のカウ

ンター業務、新着雑誌の配架、返却図書の配架等について体験学習を実施しました。 

 

   平成 19 年 10 月 16 日（火）～17 日（水）（2日間） 

 和歌山市立西脇中学校 生徒 2名 

   平成 19 年 10 月 18 日（木） 

和歌山市立河西中学校 生徒 2名 

   平成 19 年 10 月 30 日（火）～31 日（水）（2日間） 

     和歌山市立有功中学校 生徒 2名 

      

 

 

 

 

 

 

 

皆さん！ 
がんばってます。 

【岩出市岩出図書館】
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☆ ライブラリー・コンサート 

平成 19 年 11 月 7 日（水）、教育・文化週間の一環として、昼の休憩時

間を利用して、ライブラリー・コンサートを開催しました。このコン

サートは、第一部ヴォーカル・アンサンブル、第二部 COMBO 演奏の二

部構成で行い、一般参加者をはじめとする学生・教職員約 100 名が演

奏に聴き入り盛況のうちに終了しました。 
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☆ 展示開催 

玄関を入って右側の展示・掲示コーナーで、次の展示が行われました。 

・「ラストフォト」CD 作品の展示：ＢＯＸ主催 

（ＢＯＸは、作品を制作・展示することを目的 

とした学生グループです。） 

 平成 19 年 12 月 10 日（月）～14 日（金） 

 

 

 

 

 

・「fighten2007」企画参加者達で架空の「格闘ゲーム」を考え、そのキャラクターをデ

ザインの展示：ＢＯＸ主催 

  平成 19 年 12 月 17 日～21 日(金) 
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☆ 新着図書情報 

請求記号 書  名 著者名 出版社 

198||99||EK 内村鑑三とその系譜 江端公典著 日本経済評論社 

214||3||HT 近代日本の地方都市 橋本哲哉編 日本経済評論社 

318||||IK 創造的地方自治と地域再生 池田清著 日本経済評論社 

331||222||KS 中国を動かす経済学者たち 関志雄著 東洋経済新報社 

332||||OT 取引制度の経済史 岡崎哲二編 東京大学出版会 

335||4||SH アメリカ型企業ガバナンス 渋谷博史[ほか]編 東京大学出版会 

338||||IK 品格あるお金の作法 伊藤宏一著 税務経理協会 

338||21||TY 郵政民営化の金融社会学 滝川好夫著 日本評論社 

343||||NY 公共政策の新たな展開 野口悠紀雄編 東京大学出版会 

364||||KA 福祉の経済思想家たち 小峯敦編 ナカニシヤ出版 

366||38||AN 女性事務職のキャリア拡大と職場組織 浅海典子著 日本経済評論社 

375||893||SE 小学校英語  3･4 年生用 斎藤栄二, 竹内理編著 三省堂 

378||||IM 自閉症支援 井上雅彦, 井澤信三著 明治図書出版 

596||||AM 基本の台所 浅田峰子[著] グラフ社 

611||6||MT 農協に明日はあるか 先崎千尋著 日本経済評論社 

675||||SR 巨大市場と民族主義 蔡林海著 日本経済評論社 

678||21||SS 日中の貿易構造と経済関係 臧世俊著 日本評論社 

678||3||EM 地域貿易協定の経済分析 遠藤正寛著 東京大学出版会 

830||7||TS 英語感覚が身につく実践的指導 田中茂範[ほか]著 大修館書店 

911||162||KT 死刑囚島秋人 海原卓著 日本経済評論社 

  他 237冊入りました。   
 
 
//編集後記//-------------------------------------------------------------------- 

 新年を迎え、新たな気持ちで、来館をお待ちしております。図書館では、皆様とのコミ

ュニケーションを図っていきたいと思っております。どんな些細ことでも結構ですのでご

質問、お問合せ、ご感想等を下記アドレスまでお寄せください。良き交流の場にしていき

たいと願っておりますので、よろしくお願いいたします。（スタッフ一同） 

******************************************************************************** 

編集・発行：和歌山大学附属図書館 
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